
全日本卓球選手権大会ジュニアの部呉地区予選

平成29年7月22日

呉市総合体育館

男子シングルス
神原 （呉青山） 37

2 柳生 （呉港） 町支

1 田坂 （武田）

（呉港） 38

3 臧 （呉三津田） 内藤 （和庄中） 39

4 森島 （呉青山） 後藤 （武田） 40

迫田 （呉商業） 41

6 櫻井 （呉港） 藤井

5 北木 （黒瀬）

（呉港） 42

7 武本 （和庄中） 内本 （呉夢ＴＴＣ） 43

8 中堀 （呉港） 城藤 （呉港） 44

高野 （呉高専） 45

10 新久 （武田） 大嶋

9 中本 （市立呉）

（武田） 46

11 梶岡 （呉港） 中田 （市立呉） 47

12 重見 （呉高専） 柴崎 （呉港） 48

山下 （呉夢ＴＴＣ） 49

14 井上仁 （呉港） 西本

13 吉田 （和庄中）

（呉三津田） 50

15 渡辺 （呉夢ＴＴＣ） 松本 （武田） 51

16 新田 （市立呉） 西 （呉港） 52

砂塚 （和庄中） 53

18 大窪 （呉青山） 出羽

17 ｂｙｅ

（呉青山） 54

19 福田 （武田） 杉山 （武田） 55

20 近藤 （和庄中） 青木 （呉港） 56

三浦 （呉三津田） 57

22 堀元 （呉青山） 森川

21 深尾 （呉昭和）

（呉青山） 58

23 宮本 （呉港） 近藤 （和庄中） 59

24 中塩 （呉港） 石本 （呉夢ＴＴＣ） 60

溝口 （武田） 61

26 前田 （呉港） 南

25 檜垣 （呉三津田）

（呉港） 62

27 吉川 （呉夢ＴＴＣ） 木村 （呉昭和） 63

28 井上ビ （呉港） 佐々木 （呉三津田） 64

前坂 （呉港） 65

30 大野 （武田） 山岡

29 出口 （能美中）

（白岳中） 66

31 石下 （呉港） 岡田 （呉港） 67

32 竹原 （武田） 森 （和庄中） 68

石田 （市立呉） 69

34 カワグチ （呉港） 青木

33 横山 （和庄中）

（武田） 70

35 本山 （呉高専） 藤川 （呉港） 71

36 石田 （呉青山） 大谷 （呉青山） 72



呉地区ジュニアダブルス大会

平成29年7月22日

呉市総合体育館

男子ダブルス

神原・出羽 （呉青山） 18

2 ｂｙｅ 石下・カワグチ

1 大谷・石田 （呉青山）

20

4 櫻井・柴崎 （呉港） 渡辺・内本 （呉夢ＴＴＣ） 21

（呉港） 19

3 砂塚・近藤 （和庄中） 重見・高野 （呉高専）

井上仁・中塩 （呉港） 22

6 大竹・石本 （呉青山・呉夢ＴＴＣ） 武本・森

5 迫田・長谷川 （呉商業）

24

8 大嶋・竹原 （武田） 杉山・新久 （武田） 25

（和庄中） 23

7 青木・前坂 （呉港） 新田・中田 （市立呉）

出口・吉田 （和庄中） 26

10 吉川・山下 （呉夢ＴＴＣ） 大野・青木

9 石田・中本 （市立呉）

28

12 梶岡・起藤 （呉港） 木村・深尾 （呉昭和） 29

（武田） 27

11 西・柳生 （呉港） 中堀・前田 （呉港）

（呉青山） 31

15 三浦・西本 （呉三津田） 南・町支 （呉港）

佐々木・檜垣 （呉三津田） 30

14 岡田・藤井 （呉港） 森川・堀元

13 近藤・横山 （和庄中）

田坂・福田 （武田） 3417 大窪・森島 （呉青山）

32

16 後藤・溝口 （武田） ｂｙｅ 33



全日本卓球選手権大会ジュニアの部呉地区予選

平成29年7月22日

呉市総合体育館

女子シングルス

藤原 （武田） 18

2 ｂｙｅ 花岡

1 角井 （武田）

（白岳中） 19

3 重久 （白岳中） 神田 （市立呉） 20

4 向井 （呉夢ＴＴＣ） 秋田若 （呉夢ＴＴＣ） 21

山根 （呉夢ＴＴＣ） 22

6 大西 （白岳中） 西畑

5 澤井 （和庄中）

（白岳中） 23

7 森鼻 （市立呉） 大木 （呉港） 24

8 小林 （呉高専） 永井 （清水ヶ丘） 25

寺川 （武田） 26

10 正藤 （呉港） 沖田

9 秋田紅 （呉夢ＴＴＣ）

（清水ヶ丘） 27

11 冨谷 （白岳中） 宮永 （白岳中） 28

12 向井 （黒瀬） 正藤 （呉夢ＴＴＣ） 29

西田 （白岳中） 30

14 渡邊 （和庄中） 長谷川

13 高野 （呉夢ＴＴＣ）

（和庄中） 31

森口 （呉高専） 3417 上瀬 （清水ヶ丘）

15 藤原 （白岳中） 加治間 （黒瀬） 32

16 吉久 （武田） ｂｙｅ 33



呉地区ジュニアダブルス大会

平成29年7月22日

呉市総合体育館

女子ダブルス

森口・小林 (呉高専) 7

2 重久・花岡 (白岳中) 神田・森鼻

1 角井・藤原 (武田)

(市立呉) 8

山根・秋田若 (呉夢ＴＴＣ) 9

4 澤井・長谷川 (和庄中) 高野・向井 (呉夢ＴＴＣ) 10

3 正藤・大木 (呉港)

5 ｂｙｅ

6 正藤・秋田紅 (呉夢ＴＴＣ) (清水ヶ丘) 12

寺川・吉久 (武田) 11

上瀬・永井


